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南米大陸の最高峰

アコンカグア(6960㍍)に親子で挑戦！
来年1月１日、登頂めざす
武永計介(49)会員と三男・武永靖弘(20)君

当支部の武永計介会員（日本山岳会北九州支部、

山口県山岳連盟）と彼の三男靖弘君（九州工業大学

山岳部）の親子が、アルゼンチン西部アンデス山脈

にある、南米大陸の最高峰アコンカグア(6960㍍)に

挑戦する。

計画によると、本年１２月２１日、日本を出発、翌２２

日メンドーサに着き登山申請をする。主にプラザ・

ムーラで高度順応をくり返し、徐々に高度を上げて

いく。そして１２月３１日、ニド・デ・コンドルス

(5400㍍)にＣ１を建設し、翌１月１日登頂をめざす

予定。状況によってはＣ２を建設、登頂がずれ込む

こともある。計画通りいけば来年１月９日帰国予定。

アコンカグア遠征計画は、約２年くらい前から話

が出ていたもので、父親の武永会員の話によると「息

子は子どものころから山登りやクライミングをして

いた。今回のコンセプトは、高校

山岳部でインターハイ２年連続３

位、大学で山岳部に入部したのを

記念して、息子の初海外登山とし

て、南米最高峰のアコンカグアに

親子で、ガイドもポーターも雇わ

ずに、自分で手配して登頂をめざ

すことにした。昨年より本格的に

訓練登山を始め、装備を購入し使

用テスト、食料や医薬品も実際に

テストを行い本番に備えていま

す。ぜひ無事に登頂して帰国し、

皆さまにご報告ができればと思い

ます。」と語った。

遠征費用の足しにするための募

金箱を設置することについて、武

永会員は「一般からの募金は辞退

します。ただ、スポンサーや行政

団体からの補助金などが得ら

れれば、金額の多少に関わら

ず、行動に重みが付くので、

良いとは思っています。一般

からであれば、今回は若者が

行動するので、精神的な援助

をお願いしたい」とのことで

あった。

当支部としても、彼らの要

望により、ＪＡＣ本部に確認の

うえ、遠征に使用するテント

に「日本山岳会北九州支部」

と記名すること、および登頂

の際「支部旗」を掲げること

を認めた。

２人の登頂成功を会員一同

で応援していきたい。
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アコンカグアAconcagua アルゼンチン西部ア

ンデス山脈にあり、南アメリカ大陸の最高峰。標高

6960㍍。1897年１月にイギリスのフィッツジェラル

ド隊のＭ・ツールブリッケンが初登頂。日本からも

早稲田大学の関根隊が1953年（昭和28年）１月に登

った。南壁は世界的な岩壁の一つだが、日本の緑山

岳会と日本山岳会東海支部隊が完登してい

る。明治大学出身の植村直己は単独登山を行ってい

る。（山と渓谷社の世界山岳百科事典から）

（伊藤Ｑ）

臨時支部事務局担当者会議の報告

公益法人化をめざして 支部の新しい作業を

№ 13992 事務局長 山 田 武 史

公益法人化に伴う会計処理及び支部規程の変更に関

して、本部ルームで頭書の会議が開催され、出席した。

日時：平成２３年９月１０日（土）11:00～16:00

出席者：各支部事務局担当者。

尾上会長挨拶

（１）６月１８日の総会で公益法人への移行が可決さ

れ、平成２４年４月１日付の公益法人化を目指

し諸作業に入るが、各支部の皆さんにも新しい

作業となるので協力いただきたい。

（２）２期目就任に当たり、従来の４ＰＴ（ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄﾁｰﾑ）（山の日、ＪＡＣユース、支部活性化、

新法人移行）プラス２ＰＴ（ルーム検討、復興

支援）を立ち上げた。

（３）支部があってのＪＡＣなので、支部の活性化

と会員増強をお願いしたい。

支部活性化ＰＴは、宮崎前副会長が担当する

ので、何なりと相談願いたい。

吉永副会長

（１）今後の取り進め予定としては、９月２８日に内

閣府を訪問、３回目の相談（４５分間、質問は３

問のみ）を行う。

（２）１０月中旬に、内閣府に公益法人認定申請書(５０

ページになる見込み）を提出予定。

（３）今回は8,000法人が査定されるが、感触良いの

で、認定されると思っている。

（４）支部規定も変更した。（内閣府との相談の結果）

支部は、本会と一体化（人事、事業、予算）。し

たがって、名称は「公益社団法人 日本山岳会

○○ 支部」となる。

（５）平成２４年３月の総会で決議後、平成２４年４

月１日より実施する。

小林常務理事、吉川委員

本年９月～来年３月間の、本部より支給される助成

金の会計処理方法について具体的な説明と、質疑応答

があった。

当支部の予算は、別紙の通り、提出した。

（１）本部からの助成金 2,500円／人の使途は次の

通りとする。

概算で1,000円／人―支部活動（共益事業）

1,500円／人―公益目的事業

理由は公益法人の条件に、収入の５０％以上を

公益事業に使用する事となっており、上記の枠を

作ったが、その後試算の結果、現状でも７０％は

公益事業で使われているので、各支部の使途は、

上記にこだわらない。

（２）本部は９月２０日に、各支部宛仮払金として

2,500円/人（入金ベース）を送金する。（北九州

支部は６９人）

（３）支部では来年２月末までに、事業別、勘定科目

別に分けて領収書（本紙）を添付の上、会計報告

書を提出する。会計報告は、１つの行事が終了の

都度、報告してもよい。

（４）来年２月末で残金がある場合は、本部宛返金

する。

（５）マイカー利用の場合（走行距離÷８ｋｍ×130

円＋高速道路）又は 香典で使用の場合は、「個

人支払い報告書」に記入の上、支部長の承認印の

捺印の物を添付する。

以上
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第３回会議出席者（13人）

五十嵐 賢 環境省自然公園指導員、日本山岳

会福岡支部

太田 勝 福岡県環境保全指導員、宝満山登

山情報センター、山のトイレ、環境

を考える福岡協議会事務局

荒木 辰彦 福岡県勤労者山岳連盟会長・田川

かたつむり会

伊藤久次郎 日本山岳会・北九州支部長

永井 直 霊山会代表

赤星 幸好 英彦山青年の家研修課長

手嶋 徹 添田役場・地域産業推進課課長

山中 龍美 添田役場・地域産業推進課商工観

光係係長

緒方 裕子 添田町町議会議員

高千穂秀敏 英彦山神宮宮司

杉本 幸男 英彦山行政区長

伊藤 卓也 英彦山観光協会会長

早田 利光 環境省自然公園指導員

本年１０月６日（木）午後１時から、英彦山花駅で、第３

回山のトイレに関する情報交換会が開催された。

第１回は、４月６日太田哲哉氏（筑豊山の会会長及びJA

C福岡支部、当日病気のため欠席）の呼びかけで、進行

役の五十嵐賢氏、林田正道氏（やませみ代表、元県職員）、

太田勝氏、早田利光氏の５人で始まった。

第２回は五十嵐賢氏、林田正道氏、早田利光氏、太田

勝氏、荒木辰彦氏、太田哲哉氏、関口興洋氏（ＪＡＣ北九

州支部副支部長）、そして伊藤久次郎の８人が参加し、

英彦山にトイレをつくる運動の組織を広げようというこ

とを話し合った。

第３回目の当日は、早田氏の呼びかけに応えて、さら

に手島徹氏、山中龍美氏、赤星幸好氏、高千穂秀敏氏、

永井直氏、伊藤卓也氏、杉本幸男氏、緒方裕子氏らが初

参加し、１３人のメンバーで意見を交換した。

まず司会の五十嵐氏から、現在、九州でバイオトイレ

があるのは、宝満山、福智山、多良岳、祖母山の４カ所

が稼働中である。トイレがなく、今一番問題の山は英彦

山と屋久島であり、年々山が汚れている・・・と語った。

続いて各氏から以下の意見が出された。

（太田 勝氏） 今月の２８日、２９日に日本山岳協会（主

管福岡県岳連）が英彦山で登山大会を行う。参加者150

人～300人の山中でのトイレが問題。参加者には携帯ト

イレを配布することにしている。女子のティッシュ問題

で、トイレ協会からマナー袋300枚を配布する。汚物は

下山後町の準備した回収箱に入れることにしている。

宝満山にバイオトイレができて、大変きれいになった。

資金や維持管理は西鉄山友会が行っている。最近は若い

人が多くなってきた。今後もさらに増えていくと思うの

で、若い人に環境問題の宣伝をしていきたい。

環境問題はいろんな方法で解決を目指していかねばな

らない。これらを通じて日々英彦山のトイレ問題を広め

ていかねばならない。

（永井 直氏） 私は、英彦山修験道の末裔であり、現

在修験道を復活させている。修験者の間では、霊山で

ある英彦山の山頂に建物や店を建てること自体間違って

いる。下乗から上は禁止である。修験道では、男でも女

でも山を汚さないため、山中では用を足さないことにな

っている。

（杉本幸男氏） トイレの話は、何十年も前からある。

今まで出来ないのは、いろんな考え方があるからで、こ

の会が良い方向に進んでいって欲しい。

（高千穂秀敏氏） 英彦山は昔に比べて確かに汚れてき

た。トイレを作っても良いが作る場所と維持管理が問題

である。トイレを作ることは、各種団体や下から盛り上

がってくることが望ましい。

（緒方裕子氏） このような会が立ち上がったことは、

大変喜ばしい。ぜひ実現するような方向性が出るとよい。

次に英彦山のトイレ問題について、寺西添田町長に質問

した記録があるので読んでほしい（別記参照）。

（手島 徹氏）本日の会の結果は、添田町役場に持ち帰っ

て検討する。運動が大きくなればこの問題に取り組んで、

県にも報告したい。

（赤星幸好氏） 青年の家では、山頂付近にトイレが出

来ることは賛成である。維持管理が問題であるが、盛り

上がってくれば取り組んでいきたい。

（早田利光氏） 山頂付近は距離が２㌔㍍以内であるか

ら、九電から電気が引けると思う。本日は、各関係者の

方々が集まり、良い会議となった。

（伊藤久次郎） ８月に富士山に登ったが、何処の山小

屋でもバイオトイレになっているのには驚いた。一般利

用者は100円もしくは200円を入れると扉が開く。宿泊者

は宿のカギを借りてドアを開くようになっている。北九

州支部では毎年３月清掃登山を行っている。次回からこ

の清掃登山やわが会報を通じて、この問題をＰＲしてい

きたい。
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英彦山の上部にトイレ建設を
第３回 山のトイレに関する情報交換会（英彦山・花駅）

伊 藤 久 次 郎
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（荒木辰彦氏） 会としてもＰＲしていきたい。

（五十嵐 賢氏） 今日は、「英彦山上部にトイレ建設を

要望する陳情書」の見本を作ってきたが、今後何処に出

すかで「陳情書」や「趣意書」と名前を変える必要があ

ると思う。維持管理は第２段階の問題であり、先ずは建

設する方向で組織を広げ、盛り上げていかねばならない

と思う、と結んだ。

次回の情報交換会は、１２月９日（金）午後１時から英

彦山花駅で開催予定。

添田町緒方裕子議員の寺西明男町長に対

する質問と町長の回答。
「英彦山のインフラ整備について」の質問と回答の中か

ら抜粋要約

質問者 緒方裕子議員

自然を楽しみ快適に登山をするために、英彦山上宮付近

に環境配慮型トイレを是非設置していただきたい。平成18

年福智山、同20年には宝満山にバイオトイレができました。

そして富士山にも平成18年公衆トイレが開設されました。

富士山は以前トイレ事情が悪く、汚物が垂れ流され、大量

のトイレットペーパーが山肌にこびりつくような状況でし

た。英彦山山頂付近の現状も汚物が奥から始まり、汚いの

で手前手前という極めて不衛生でひどい惨状のようです。

霊山だから、トイレはちょっとなどとは言えません。この

ままでは、水質や植物への影響も懸念されます。山頂付近

のムスビ神社、山頂から300㍍くらいのところに環境配慮型

トイレ、バイオ式もしくは燃焼方式のトイレを。そして後

のことを考えるなら、トイレの保守と維持管理のため、受

益者負担として協力金１回200円くらいを徴収したらいかが

でしょう。環境問題への高い意識を持ち、山岳トイレへの

理解を深めたうえで、整備をするのは町の役目だと思いま

すが、町長のお考えと方向性を聞かせて下さい。

回答 寺西明男町長

山頂のトイレの設置について、これは今まで霊山という

ことで、設置に強く反対するという方もいます。英彦山級

の山であれば、今議員の申しましたように女性の登山客と

か子どもさん達には、非常に必要であるという意見もある

ことは承知しています。前回アンケートをとらせてもらい

ましたが、ほぼトイレを設置してくれという意見が多いよ

うな状況でした。それで今非常に設置について迷っていま

す。というのは維持管理がどこでもネックになっています。

バイオトイレであれば数回の点検、また水の関係があり、

議員さんをはじめ地元の方々や神宮なりの協力をいうのが、

もし設置するとなれば不可欠ではないかと思っています。

そういう意味で地元の方、英彦山神宮が全面的に維持管理

について協力しようということになれば、強く国なり県な

りに働きかけて、設置に向けて努力していきたいというふ

うに思っています。

以上

♡女性専科好評！
園川陽造先輩（会員番号5306）を講師に迎え、夏季と積雪期に女性だけの女性専科と、男女合同専科の

第１回目の講習会をそれぞれ皿倉山（622㍍・北九州市八幡東区）で開催した

これは、女性グループで登山中の滑落や事故にあったときの対処の仕方や、中高年の安全な歩き方など、

更に岩登りの基本技術などを教えてもらうもので、参加した会員は皆真剣に実技に取り組み、改めて山の知

識や技術が大事であることを認識し、生徒にとって好評であった。次回（第２回女性専科、第３回と第４回

山岳技術専科）も同じく皿倉山で開催するので、たくさんの申し込みをお待ちします。

（参加希望者は原則として1週間前までに担当者に申し込むこと。担当者は人数を山行委員長に報告し、山

行委員長から園川講師に連絡する） 山行委員長 原 広 美

第 １ 回女性専科参加の皆さん（７月３０日） 第１回登山技術専科参加の皆さん（７月１６日）
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７月30日（土）園川講師の女性

専科第１回目に参加しました。

午前９時に山ろく駅集合で、早

速、園川先生からの講義があり、

首にタオルをかけると発汗の妨げ

になることや、装備類は外に出さ

ずにザックに入れる等の説明を、

その理由とともに知ることができ

ました。

その後は、煌彩コースを行きま

すが、体力的に自信がない私は、

園川先生のすぐ後ろについて、山

登りを開始するのでした。登り始

めてすぐに、先生からの「疲労度」

に関しての問いかけがあり、それ

は心肺機能とのかかわりが大き

く、１分間に75リットルの換気を

行っているという科学的根拠を確

認しながら、各々の年齢によって

説明することができ、（２２０－年

齢)×０．７５の範囲で心拍を抑える

ことが重要であるとのことです。

この説明は、私にとっては驚く

ほど納得できる内容で、今までは、

登り始めると、はしゃぎすぎてす

ぐにばててしまって、残念なこと

が多かったのですが、この理論と

実際に先生が作っていくペースを

なぞっていくうちにおこってくる

変化、自分に訪れたセカンドウイ

ンド（注１）に感動しました。

この他にも、登山の間は、大体

３０分毎に１０分の休憩をとりな

がら、水分補給の理由やタイミン

グと量・栄養と疲労度の関係・動

く前に食べてはいけない理由な

ど、園川先生からの問いかけや講

義があり、あまり真剣に考えたこ

とはなかったのですが、自分の体

調を管理して安全な登山に必要な

ことであることを感じました。

１１時に皿倉平に到着して東屋

での食事を終えると、皿倉平の斜

面を利用して早速ロープを使った

救助の練習です。

救助する人と救助される人を交

代しながら、ロープワークやカラ

ビナなどの使い方を練習しました。

遭難したり救助が必要になる状

況は、誰でも均等に起こりうる可

能性があることを考えておく必要

があり、そのためには１０ｍのロ

ープやカラビナは１人１セット持

参すること、救助が必要な状況に

遭遇したときは、落ち着いて行動

し、その場にあるものを使って工

夫することを考えることなど、常

に備えておくことが必要であるこ

とを学びました。

それまでは、なんとなく北九州

支部で楽しく山歩きができればい

いかなぁ、みたいな感じでいまし

たが、我々はたんぽぽ登山クラブ

ではないことを考えておくことが

大切だと思いました。

１４時から３０分程度、研修室で

の質疑応答があり、その後下

山して山ろく駅で解散となり

ました。今回の講習会では、

ロープワークだけでなく体調

管理の基礎など、とても大切な

ことを知ることができました。あ

りがとうございました。

（注1）

「セカンドウインド」について、

園川先生の講義では、『運動に必

要な酸素を取り入れるためには、体

が登山の運動に適応していない状態

では十分に酸素を取り入れられませ

んが、体が運動に慣れてくるにした

がって、取り入れる酸素の量が多く

なってきて、その取り入れる酸素の

量が、登山の運動に必要な酸素の量

になったときに、呼吸が楽になると

きのこと。体が楽になるときのこと』

といった内容の説明でした。

インターネットで調べると、もと

はランナー用語のようです。

参考までに[http://murayama01.e

xblog.jp/]こちらのブログでは、

[セカンドウィンド－快適な呼吸

がやってくるとき－

人は運動を始めた直後には、すぐ

には適応できません。

セカンドウィンドとは運動開始後

に体がその運動に適応すること・そ

の時のことです。

second windが来るために大切な

ことは、この１５分から２０分を自

分のペース（決して他人のペースに

乗せられないことが重要）で無理な

く、休まずに運動を持続させること

です。このペースは当然のことなが

ら個人差があり、自分の力量以上

に頑張りすぎるとセカンドウィン

ドが来る前にへばって動けなくな

ります。

「もう、これ以上は登れない。」、「休

みたい。」と思っても、とにかく休

みたいのを我慢して半歩ずつでもい

いから登り続ければ途中から楽にな

ります。】

という内容の説明がありました。

７月30日参加者（敬称略）

講師―園川 陽造（日本体育協会

公認上級コーチおよび山岳

マスター）

生徒－原 広美、西村 信子、大木

康子、大内喜代子、福田 陽子、

森本 信子、岡本千哿子、半田

路子、

補助手伝－伊藤久次郎、関口 興洋

山田 武史、

計12人

第１回 女性専科に参加して

「我々はたんぽぽ登山クラブではない」
ことに気づく深い体験について

北九436 半 田 路 子
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さる７月16日(土) 国見岩付

近および皿倉山ＮＰＯ自然愛護

会研修室にて『初級クライミン

グ技術』 『有効なクライミン

グと装備の活用』について講習

会が行われました。

当日朝、帆柱ケーブル山麓駅

駐車場に９時に集合し伊藤支部

長、板倉副支部長及び講師の園

川さんを迎え園川さんよりあい

さつおよび注意事項の伝達があ

り、国見岩を目指して出発しま

した。途中の休憩時間では疲労

と栄養、ビタミン、ミネラルと

の関係や摂取方法等について質

疑を交わしながら１時間ほどで

国見岩に到着。昼食後、実技で

「限られた道具を有効に活用し

て、滑落した事故者を引き上げ

る」をテーマに立ち木に支点を

取り、フリクションノット（ク

レムヘイストノット）を使って

下降や引き上げの訓練を実施、

その後ＮＰＯ自然愛護会研修室

に移動し、実技のまとめやアン

カーの取り方やロープの使い方

について質疑を行ない、理解が

深まったところで最後は「皇彩

の森コース」を山麓駅駐車場ま

で下山し解散となりました。

私は自分たちの仲間が「滑落

事故に遭った場合」どう対応す

るかとても参考になりました。

私が会員になって初めて参加

する山行が研修会という場でよ

いスタートが切れたように思い

ます、皆様のおかげで１日を無

事に楽しく有意義に過ごすこと

ができ感謝しております、有り

難うございました。

7月16日参加者（敬称略）

講師―園川 陽造（日本体育協

会公認上級コーチおよび

10月１日、このたび私は園川講

師による第２回山岳技術講座に参加

しました。

今回のテーマは「地図の活用とル

ート選定」「予定コースへの脱出」

などで、開催場所は皿倉山、参加者

は男性７人、女性５人の計１２人で

した。

当日は薄曇りながら、汗をかかな

い程度の心地よい気温の中、まず講

習の場所である皿倉平まで皇彩の森

コースをゆっくりと会話を楽しみな

がら登りました。

到着後、皿倉山周辺の地図にシル

バーコンパスを使って磁北線を入れ

る作業から始めた。この地図をもと

に、目的地に正しく進む方法や、見

えている山の探し方、地図での現在

地を探す方法など

道迷いしないため

の地図の活用法を

基礎から分かりや

すくていねいに教

えていただいた。

私はこれらの事は

１０年くらい前に

講習で教わりはし

たものの、実際に

これらのことを山

行中に活用した

り、実践したこ

とがほとんどな

かったので、あいまいな知識でした

が、今回の講習でより正確に理解す

ることができたので、今後の山行で

は忘れないように、たびたびコンパ

スと地図を活用しようと思いまし

た。昼食後は実際に５メートルほど

の斜面を使って滑落者の救助方法の

講習です。ロープとカラビナを使っ

第１回 山岳技術専科(男女合同) に参加して

よいスタートが切れた
北九447 縄 手 修

第２回 山岳技術専科(男女合同) に参加して

これからも できるだけ参加したい！

№14046 高城 季美子

第2回山岳技術専科に参加したみなさん（10月1日）

山岳マスター）

生徒－原 広美、板倉 健一、

伊藤 久次郎、山田 武史、

福田 陽子、竹本 正幸、

竹本 加代子、 縄手 修

計９人

先ずは地図に磁北線を入れることから
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て滑落者を楽に引き上げる方法を習

いました。男女２組に分かれ、遭難

者役、ロープを結ぶ役、引き上げる

役を交代しながらロープの結び方な

どを何度も園川講師に教わり、その

場ではどうにかできたものの、実際

に自分がその現場に遭遇した時に私

が救助できるかと言われると全く自

信はありません。せめて、自分自身

が滑落したり、救助されるようなこ

とのないようにしなければと思いま

した。ただ知識として知っておく事

は大切なことです。

日ごろは少し辛口で厳しい園川講

師だと思っていましたが、実際には

親しみやすくて、ユーモアまじりに

わかりやすく私たちが理解できるま

で何度も繰り返し教えていただきま

した。予定外のロープの結び方や質

問にも熱心に答えてくださって、楽

しく有意義な講習会でした。これか

らもできるだけこの講習会に参加し

て知識を増やしていきたいと思いま

す。また、日ごろあまりお会いする

ことの少ない会員の皆様とも親交を

深めることができたさわやかで充実

した秋の一日でした。たくさんの知

識を教えてくださった園川講師、お

世話くださった竹本リーダー、本当

にありがとうございました。今後と

もどうぞよろしくお願い致します。

10月１日参加者（敬称略）

講師～園川 陽造（日本体育協会

公認上級コーチおよび山岳マ

スター）

生徒～伊藤久次郎、西村信子、

高畠拓生、山田武史、高城季美子、

大木康子、竹本正幸、竹本加代子、

赤瀬榮吉、森本信子、縄手 修

計12人

７月２３日、５人は「道の駅お

こしかけ」に集合し、椋本車で求

菩提山駐車場に向かう。一足先に

到着した４人と合流。さらに、椋

本車、井上車に分乗して５分ほど

車を走らせ犬ケ岳うぐいす谷駐車

場に向かう。当初参加メンバー５

人で、支部の例会としては寂しい

限りであったが６人になり、さら

に３人増えて９人の参加になりに

ぎやかになりました。

自己紹介の後、椋本リーダー号

令のもと入念にストレッチをし

て、コース説明を聞き予定より１

５分ほど早めの８時４５分出発。

林道を５～６分も歩けばここかし

こにキツネノカミソリ。写真で見

たことはありましたが、初めての

対面に感動する。９時１５分林道

の分岐で右のコースを取り、少し

足を進めて左の斜面に入ると、椋

本リーダーお薦めの群生地であ

る。花を踏まないように分け入る。

木立の間から朝日のスポットライ

トを浴びて、群生の１カ所に陽の

光がそそがれている。神秘的で美

しい。おのおのそれぞれにシャッ

ターを切る。なごりを惜しみつつ

元の登山道に戻り、うぐいす谷コ

ースへと歩みを進める。滑りやす

い丸木橋を渡りさらに水の涸れた

沢を横切る。左に沢を見ながらロ

ープ１本クサリ２本の急登を経て

経読林道に出る。林道を右に１５

分ほどで犬ケ岳登山口に着く。小

休止で頂いたお団子をおなかにお

さめて１０時１５分出発。

登山口から雨で分かりづらくな

った登山道を登り切ったところ

が、950メートルの笈吊峠で１０時
おいづる

３５分着。やっと尾根に出る。真

夏の暑さを予測して熱中症対策に

万全を期しての山行であったが、

思いのほか喉の渇きも汗も疲れも

さほど感じるものではなかった。

樹林帯は、日差しをさえぎってく

れるからか、この時期にしては快

適な山行であった。

さて、ここから笈吊岩コースと

う回コースに分かれる。笈吊岩は

峠からすぐの所で、こちらのコー

スを選んだ４人はぬれた足場を気

にしながら、鎖を頼りにちょっと

した岩登りを楽しむ。１１時合流。

これよりシャクナゲのアーチの中

を歩く。ベストシーズンには必ず

来ようと思いつつ犬ケ岳山頂へ、

１１時４０分着。今回は求菩提山へ

の縦走が残っているので記念写真

を撮り早々に出発。

ボツボツおなかがすいてきたと

ころで、当初予定されていた一の

岳での昼食は変更され、ほど良い

スペースと日差しを遮る木立の下

で昼食タイムとなる。昼食を終え

今回後半の目的である求菩提山の

歴史探訪を目指す。

大竿峠を経て一の岳に１３時１０

分着。英彦山などの眺望を楽しむ。

個人的に一番期待を寄せていたこ

とは、一の岳から護摩壇跡までの

ミズナラの美林の中を歩くことで

あった。暑さは和らぎ空気は澄み、

フィトンチッドを浴び、緑の鮮や

かな木々に心が満たされたコース

男女に分かれて滑落者を引きあげる練習

月例山行 （7月23日）犬ケ岳～求菩提山
く ぼ て

歴史に思いをはせた山行
№14853 竹 本 加 代 子
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でした。ただ、この時期飛び交う

小さな虫には悩まされましたが。

３回林道を横切り護摩壇跡に

１５時２５分着。昼食後体調不良の

メンバーがおり、この時点で予定

時間より１時間遅れとなる。求菩

提山頂のある中宮へ向かうか、こ

のまま下山するか話し合われ、全

員が５窟を回り下山と決まった。

直進すれば山頂であるが、右へコ

ースを取り大日窟・普賢窟・多聞

窟・吉祥窟・阿弥陀窟と岩壁に沿

ったコースを進む。阿弥陀窟より

少しバックして資料館方面への下

山分岐へ戻り杉林の中を下山。

求菩提山駐車場１６時４０分着。

予定より１時間ほど遅れたが全員

無事下山。歩行時間７時間５５分。

この暑い時期に本当にお疲れ様

でした。求菩提山は古くからの山

岳信仰の山として修験者たちが命

がけの日々を送った様々な修行が

あり、何かを求めて身を投じた日

々がありその歴史にほんの少しば

かり思いを馳せた山行でした。

参加者 ９人

ＣＬ 椋本 逸雄 14690

ＳＬ 原 広美 11990

福田 陽子 14807

竹本 加代子 14853

坂本 勝喜 北九356

大神 信生 北九416

井上 薫 北九445

木村 優子 ビジター

久澄 明美 ビジター

月例山行 （9月17～18日）

「山の日」制定ＰＲを兼ね、九重連山～法華院温泉山荘へ集合登山

台風接近により ２コースに縮小

９月１７日（土）～１８日（日）九

重連山集合登山に参加しました。

台風接近により、当初予定の５

コースを変更して、牧の戸コース

との２コースでの開催となり、私

は「長者原～法華院温泉コース」

で参加しました。

コース変更により１２時３０分

に集合、やや暑かったですが、小

雨まじりの風のなか、１３時に長

者原を出発。タデ原湿原では、夏

の花は大体終わっているようで、

アケボノソウやヒメヒゴタイなど

を見ることができました。

登り始めてからは、小降りの雨

になってきましたが、木々の下を

抜けていく間は雨をよけながら進

むことができ、途中で親子３世代

の登山グループとすれ違ったりし

ながら、ゆっくりペースで登り、

１４時に木のベンチで１０分の休

憩を取ってからは、ちょくちょく

休憩を取りつつ進みました。

標高が高くなってくると、やや

紅葉したもみじから、がっちり紅

葉したもみじが出現して、秋の訪

れと山の高さを感じることがで

き、木々が途切れてくると、雨を

避けるために傘を持ちながら、雨

ガ池ではヤマラッキョウの群生と

そよそよとゆれるススキが一面に

広がり、フクオウソウやマツムシ

ソウを教えてもらいました。

当初は、指山山頂が予定されて

いましたが、雨の影響によって指

山をあきらめたため、出発から３

時間の午後４時に法華院温泉に到

着し、部屋割りを確認後さっそく

温泉につかって、法華院温泉オリ

ジナルグッズを買ったりして、ゆ

ったりと過ごしました。

牧ノ戸コースのグループは、

まだ到着していませんでしたが、

長者原～法華院温泉コース

女性専科の結果を実践
北九436 半 田 路 子

法華院温泉山荘食堂に集まった皆さん
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午後４時３０分頃には雨が土砂降

りになり、牧ノ戸グループが到着

したころには、がっつりとした雨

にかわっていました。

全員がそろって、予定通り１８

時から夕食となりましたが、食堂

では山ガールのグループが宴会モ

ード全開で盛り上がっていて、わ

れわれが夕食を終了したころに

は、すっかりよい気分になってい

た山ガールズとの交流を深め、集

合写真にも参加して楽しい雰囲気

でした。

食後は、宿からの差し入れのビ

ールも並び、伊藤さんのイタリア

土産の素敵なお酒（グラッパ）で

乾杯して、１９時３０分から全員

での宴会がスタートしました。

宴会では、さまざまな告知や報

告が発表されるなか、どんどんお

酒がすすんで、どしどし盛り上が

っていって、私は座ろうとしたと

きによろけてバランスを崩し、不

覚にもひっくり返ってしまうほど

盛り上がってしまいました。

なかでも、スキー部創設の話題

は、もっとも心躍る告知で、ぜひ

とも参加したいと今からワクワク

してしまいました。

自己紹介では、皆さんのすばら

しい経歴におびえながらも、私が

楽しく過ごせたことは、みなさま

が温かく受け入れていただいたお

かげです。

宴会の間も雨は激しく降り続

け、明日の予定がやや不安な気持

ちでしたが、みんなで坊がつる讃

歌を４番まで歌い、『この歌には、

山おんなや山ガールのことも加え

たらいいのに』と思いつつ、午後

１０時３０分には散会しました。

夜通し激しく降り続いた雨は、

１８日の朝になっても弱まる気配

はなく、７時の朝食のときには下

山のルートの変更の告知があり、

車運転手を対象のスガモリ越コー

スと自由参加の吉部コースにな

り、私は体力的に自信はなかった

ものの自動的にスガモリ越コース

になりました。

８時３０分に、雨対策をバッチ

リと整えてそれぞれ出発しました

が、今回の私は今までのような、

『雨にはしゃいで、ばててしまっ

て残念な結果になる。』ことはな

く、７月の女性専科の講習で学ん

だ、『１５分は自分のペースで体を

慣らすこと』を実践し、やや遅れ

気味ではありましたが、無事にセ

カンドウインドがおとずれて快適

な状態になりました。

出発してから１５分で水分休憩

があり、スガモリ休憩所では激し

い風にふかれつつ１０分休憩を取

り、激しい雨も上がっていました。

砂防提をこえるころには、すっ

かり霧も晴れてきて景色もよく見

えるようになって、今にも転げて

落ちてきそうな石に注意しつつ林

９月１７日（土）

台風接近で本来の５コースを長

者原と牧ノ戸の２コースに変更して

１２時３０分の出発となる。（長者原

コース１５人、牧ノ戸コース９人）

時折、現れる青空にこのままの天

気が続きますようにと祈りながら９

人で牧ノ戸峠を出発する。

沓掛山を越えたあたりから霧雨と

なる。下山してくる登山者はたくさ

んいて、「山を考える」パンフを渡

しながら歩く。（パンフは38枚配布）

西千里ケ浜を過ぎた辺りから雨が激

しくなり、久住分れの避難小屋で休

憩のおり、久住山頂を踏破するか検

討する。１つでも頂上を踏んでおこ

うということになり、風雨の中を歩

き出す。１５時頂上で集合写真を撮

り、早々に降りることにする。

久住分れからのガラ場は、スリッ

プしないよう慎重に下る。ガスの北

千里浜は、ケルンに導かれてスガモ

リ越の分岐を通過し、法華院温泉へ

と歩を進める。山荘上部には砂防工

事のため新しく車道ができていた。

メンバー（９人）

馬場基介、山田武史、池田暁彦、中

岡邦男、椋本逸雄、平野一幸 竹本

正幸、井上 薫(支部会員）、縄手

修（同）

コースタイム

牧ノ戸12：30～雨具上を着用13：20

～久住分れ避難小屋14：20～頂上：

15：02～久住分れ15：30～法華院温

泉16：45

９月１８日（日）

復路は、往路と同じく北千里か

ら久住分れ牧ノ戸へと下るコースに

する。

吉部班の５人を見送って、長者原

班の後から出発したが、先を急ぐの

道を下り、１１時３０分に長者原に

到着しました。

結局、雨にふられることは最小

限でほとんど問題なく、７月の女

性専科の講習で学んだロープとカ

ラビナの装備は、ぬれた服を干す

ひもに活用するぐらいでした。

体力に問題ありのズンドコな私

ですが、ここまで楽しく登山がで

きたことが、とってもうれしく感

謝です。ありがとうございました。

長者原コース参加者（15人）

大庭常生、原 広美、伊藤久次郎、

高畠拓生、関口興洋、藤田 傳、

高城季美子、小林冨雄、大木康子、

榊 俊一、大内喜代子、赤瀬榮吉、

森本信子(支部会員）、半田路子

(同)、原田常代(同)、

牧ノ戸コース

「山を考える」パンフ38枚配布
№ 14852 竹 本 正 幸



( 10 ) ＪＡＣ北九だより 第５８号 ２０１１年（平成２３年） １０月 発 行

で途中から先行する。

北千里は増水して川ができてお

り、渡渉場所を探しながら２回の渡

渉で久住分れへの登りにかかる。こ

のころより雨もやみ、時折雲が切れ

ると感嘆の声があがる。

久住分れからぼちぼち登ってくる

登山者と行き交う。今日は山ボーイ、

山ガールが多く、山で若者に出会う

とうれしくなる。

登山客や観光客でにぎやかな牧ノ

戸に昼前に着き、解散となる。

メンバー（４人）

椋本逸雄、竹本正幸、井上 薫、

縄手 修

コースタイム

法華院温泉8：25～久住分れ10：00

牧ノ戸11：40（12：00解散）

夏休み特集

個人、各グループの山行記

プロローグ

2010年１０月北九州支部１０周年

記念式典で、昨年６月の劔岳・長

次郎谷の事が話題となり、今年も

劔岳のバリエーションルートに、

みんなで挑戦することに決まりま

した。

メンバーは、武永計介、中野洋

子、江頭精一、西村信子、西村俊

二の５人。（原稿の順）

ルートは、源次郎尾根にすぐに

決定しましたが、メンバーの力量

を考えると、ベテラン２人は必修

で、参加者の訓練も、岩登りと持

久力の向上が大切となりました。

まず、１１月２０～２１日に大崩山

で合宿を行い、士気を高めました。

この時点から本番を意識した装備

（ヘルメット、ハーネス等装着）

で、すべての訓練を行い、水も常

に３リットルを担いでの行動とし

ました。

１２月からは月１回のペースで、

陶ケ岳と右田ケ岳を中心に、岩登
すえ

りと長時間の岩稜歩きや懸垂下降

の訓練をしました。最初は、ロー

プワークすらうまくいきませんで

したが、出発前にはクライミング

技術も格段に向上しました。

８月１６日の最終訓練では、「源次

郎尾根を全員で登るために、でき

ることは全て行う。たとえ時間が

掛かっても、ビバークしても全員

で登る。そして全員無事に下山し

てうまい酒を飲む」ことを確認し

ました。そして、いよいよ出発日

を迎えました。

劔岳・源次郎尾根

1日目（８月２６日・金）

・山口～多賀ＳＡへ

山口市セミナーパークに集合

し、１７時にワゴン車でいよいよ

出発しました。「もう行くしかあ

劔岳(２９９９㍍)・源次郎尾根に挑戦

№ .14476 武 永 計 介

りません」台風の影響も心配さ

れましたが、天気もわれわれに

見方してくれています。

悪天候のお陰で、いい事もあ

りました。夏合宿の練習を共に

してきた九州工大山岳部は、前

日に早月尾根から豪雨で撤退し

ため、室堂から再度入山に変わ

り、剱沢で会えることになりま

した。

途中吉備ＳＡで休憩を入れた

一行は、一気に滋賀県多賀ＳＡ

に向かい２２時５０分に到着しま

した。ここで、朝５時半まで、

仮眠と入浴を行いリフレッシュ

です。興奮して眠れない人もい

ましたが、良い息抜きとなりま

した。

ザイル処理をして源治郎尾根を登ってくる２人
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多賀ＳＡで朝を迎え、軽い朝食

をとり出発(5:35)。車窓から伊吹

山が奇麗に見え心が弾む。富山Ｉ

Ｃで降り(7:50)、登山の安全祈願

のため雄山神社に立ち寄る(8:15)。

この神社は、立山山頂の峰本社の

里宮として江戸時代以前に創建さ

れ、人々に親しまれ信仰されてき

た岩峅寺（いわくらじ）の逢配所

である。御利益があることを願い

つつお参りさせていただいた。

立山の駐車場で登山の身支度を

整え、9:30発のケーブルに乗り込

み、9:50の室堂行のバスに乗り、

晴れ・気温14度の爽やかな室堂に

着いた(10:45)。お決まりの場所

での写真、玉殿の湧水を頂戴し、

名物のみくりが池温泉のソフトク

リームを頬張り、今からの山行に

心はせ登山開始

(11:30)。

雷鳥平のテン

ト場を通り過

ぎ、浄土川の橋

を渡る。雷鳥坂

では大日岳、振

り向けば室堂、

立山三山の稜

線、空の青さに

心を奪われ、

ゆっくりとし

た歩きとなる。

午前３：００に起床、慌ただしく

出発の準備をする。ヘッドランプ

のあかりを頼りに、源次郎尾根へ

の下降ルートを捜すが、判然とし

ないので、剣沢を下ることにする。

かなり、クラストした雪渓を、４

本爪アイゼンで、目印の大きな岩

を目掛けて、一直線に下る(5:03）。

源次郎尾根の取り付きは明瞭に

わかる。ここで登攀具を身に着け
とうはん

る（5：45）。やっと、ここに来れ

たという気持ちと、さあこれから

だという闘志が湧いてくる。歩き

始めてすぐに、４㍍から５㍍の岩

場に出る。岩は数日前の雨でかな

りぬれている。右手に古い捨て縄

があるが、岩がぬれておりすんな

りつかめない。５人パーティなの

で、少々時間がかかる（6：00）。

これより、潅木帯の木登りのよ

うな登りになる、けっこうザック

が引っ掛かるが尾根に忠実に登っ

てゆく(7:00)。

またしても１０㍍くらいの岩場

に出る。ここも岩がぬれているの

でちゅうちょせずにザイルを出

す、続いて後の３人も登る。また、

尾根を忠実に登る、高度感がどん

どん増してくる（7：30）。

右手に源次郎尾根の本峰がルン

ゼを挟んで近くに感じるようにな

る。見上げるとピークが見え、そ

れを直登していくような感じにな

る。ここらへんより、スラブ的な

劔岳・源次郎尾根 ２日目・移動日(8/27・土)

多賀ＳＡ～室堂～剣山荘
№14816 中 野 洋 子

劔岳・源次郎尾根 ３日目・登攀日(8/28・日)

30㍍の懸垂下降も快適に
№10448 江 頭 精 一

左から西村(信)、武永、江頭、中野、西村(俊)

剣御前小屋からの眺めも素晴ら

しく私たちを優しく迎えているよ

うだ。剣沢のテント場経由で九州

工大山岳部と打ち合わせ後、今日

の宿泊、剣山荘に向かう。

剣沢小屋の下りでは、雷鳥にい

やされ、鮮やかなテントの色に元

気をもらい、明日歩く道も見るこ

とができた。

剣山荘着(16:30) 食事を済ませ

シャワーを浴び、ミーティングを

して早めの就寝につく。

さあ明日は本番！ 今までの成

果が問われる日、高ぶる胸を押さ

えながらおもわず雄山の神様にお

願いをしてしまった。

劔沢雪渓を下る

懸 垂 下 降 開 始
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感じの岩登りになる。尾根のよう

に明瞭な踏み跡ではないので、少

々先頭はルートファインディング

に気を使う(8：50）。ルートを右

側に取るが、はい松のやぶとなり

引き返す。この下はすっぱりと切

れたスラブなので、はい松と笹

竹を握りながら元の尾根まで下

る（10：20）。

尾根まで戻って、左側にある、

岩を、チムニー登りのような体制

で登る。見上げるピークを越え、

また次のピークを越えるという感

じの登攀となるが、１峰のピーク

まで、なかなか、たどり着かない。

時間も刻々と過ぎ去り、休憩をと

るが、喉が異常に渇く、源次郎尾

根には最低でも水は、３リットル

は必要だろう。やっとの思いで１

峰ピークに出る。想像していた以

上に長い(12:15)、１峰から見た

２峰はかなり下っていて、１峰よ

りはるかに高く見え、登りかえさ

ないといけない。気合いを入れて、

１度下ってから、２峰のはい松側

の尾根を登り始める、しかし、意

外に短時間で２峰まで登れた(1:3

0)。やっと懸垂下降地点に着い

た！ リーダーがトップで懸垂下

降開始。今までの練習の成果が試

される。あとの３人も上手に続く。

まるまる３０㍍ある長い懸垂下降だ

ったが快適に降りられた(1:50)。

はるか上の方にピークが見える。

傾斜は落ちたが、ガラガラの岩場

を、難しいルートファインディン

グを行いながら、ひたすら上へ上

へと登って行く。突然に、ほこら

が見え、やっと誰もいない頂上へ

着く。ほこらの前でお互いに握手

を交わし、急いで記念撮影をした。

（4：00）しかし、もう４時を回

っている。剣山荘までたどり着か

なければビバークとなる。慎重に

下り始める。途中、カニの横バイ

を通過。鎖がピカピカの新品に

昨日の１５時

間強の歩きにや

はり相当疲れて

いたのだろう。

「朝食の用意が

できました。食

券持って・・・

・・」のアナウ

ンスを夢うつつ

に聞きながら、

またうつらうつ

ら。中野さんよ

り「みんな待っ

てるよ」と起こされる。そうだ、食

券は私が預かっていたのでした。

剣山荘前で達成感に酔いしれ、記

念撮影。6：32、小屋を後にする。

青空に映える劔岳を見ながら、

達成感・充実感・安ど感がこみあ

げる。「我ながらよく登ったもの

だ。歩いたものだ」

今回夫婦で参加し、ちょうど山

頂のほこらが見え、その時先頭を

歩いていた中野さんが「山頂よ。

誰か先に行って！」主人が最年長

というただそれだけの理由で一足

先に山頂を踏む。思わずほこらの

前で合掌。その姿を見て、今まで

の訓練が走馬灯のように思い出さ

れ、感激の涙が出てしまいました。

雪渓を二度渡り、お花散策をし

ながら8：30別山乗越到着。

大日岳方面へ少し歩を進めると

槍ケ岳が見えます。薬師岳・黒部

五郎岳も手中に。振り返ると挑戦

した劔岳・源次郎尾根もはっきり

と確認でき、白馬岳から鹿島槍ケ

なっていた。

前剣に着く。ここから見る源

次郎尾根は壮観だ、自分たちが、

登ってきたルートが手に取るよ

うに分かる。よく登ったものだ

と感心する(4:52)。一服剣に着

く。まだまだ先はある、天気が

悪くなりそうな雲があるので、

先を急ぐ(6:00)。

もう薄暗くなりかけたころ、

剣山荘の灯りが見える、小屋に

着き、今日の源次郎尾根の完登

を、お互いに喜び合う(7:00)。

約30㍍の懸垂下降

劔岳･源次郎尾根 ４日目(8/29･月）下山～氷見の民宿
ひ み

達 成 感 に 酔 う ！
№.13520 西 村 信 子
№.13810 西 村 俊 二

剱 岳 山頂 で
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岳のりょう線も見えています。雄

大な北アルプスの眺望です。

雷鳥沢キャンプ場でまたまた大

休止。（10：50～11：25）。もしビ

バーグするようになったらで持参

した、共同装備のラーメンとコー

ンスープを早めの昼食としていた

だく。「いやぁ～ぜい沢ですね！」

立山連山を眺めながらのコーヒー

タイム。

地獄谷経由で室堂へ。最後の一

登りがきつかったですね。室堂～

美女平～立山駅と順調にケーブル

カー・バスを乗り継いで駐車場へ。

富山県氷見市の民宿に到着。ま

ずは温泉へ。湯舟に手足を伸ばし

て「極楽・極楽！！」

新鮮なお刺身とおいしい料理に

舌鼓を打ちながら、反省会という

か健闘会で盛り上がりました。

氷見「あさひや」さんで、おい

しい朝食を頂き、氷見フィッシャ

ーマンズワーフ海鮮館でお土産を

しっかり買い込み帰路に着きまし

た。心配された渋滞もそれほどな

く、１８時前に山口市セミナーパ

ークに無事帰着しました。

今回の１６時間にもおよぶ登攀
とうはん

は、ルートにも変化があり、夜明

けから日の入まで、太陽光線で変

わる山肌の景色など、多くの楽し

みがありました。長期にわたる訓

練で得られた信頼関係と仲間意識

で、少しハードルの高い山行も成

功しました。

山行中には、山ガールや山ボー

イにもたくさん会え、九州工大山

岳部とも交流できた事で、ＪＡＣ

北九州にも、若者を多く迎え入れ

るチャンスが、今後たくさんある

と思います。そのためにも、今後

もバリエーションルートへ困難な

時期に挑戦し、アピールし、若者

獲得に努力できればと思います。

できれば来年も、新メンバーを

訓練して、穂高に挑戦できればと

思います。北九州支部も１５周年

に向けて、大きく躍進しましょう。

支部報で、富士山１合目からの

登山計画を知り、二つ返事で参加を

申し込んだ。

参加者は、伊藤久次郎氏・関口興

洋氏・山田武史氏・椋本逸雄氏・原

広美氏・森本信子氏と私の７人の侍

である。

私は、10カ月ほど山を休んでおり

１週間前の福智山登山訓練で少し体

力の記憶を呼び戻したような気がし

たがやはり体力に不安があった。

１日目（８月１日・曇）

小倉駅8:50発の新幹線に乗り込

んだ。三島駅に到着するとJAC静岡

支部の長田副支部長の出迎えを受

け、静岡名物の名水とミカン、それ

に手作りの団扇（うちわ）を全員に

頂いた。駅前には、１泊目の大野路

旅館のマイクロバスが迎えに来てお

り、副支部長の御好意により「井上

靖文学館」へと案内され「氷壁」の

資料等を見学した。

宿での夕食会では、静岡支部の久

保田支部長と長田副支部長のお二人

が出席され、図らずも支部交流会と

なり、山談義に花が咲き、お二人か

らのビールの差し入れもあり明日を

劔岳・源次郎尾根 ５日目(8/30・火）家路へ

若者を迎え入れるチャンスが！
№.14476 武 永 計 介

１合目からの富士登山

原 生 林 か ら 宝 永 山 へ
№14206 中 岡 邦 男

宝永山をバックに
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忘れるほどに飲んでしまった。

２日目（８月２日・曇）

宿の送迎バスで富士山１合目の水

ケ塚公園（標高1450㍍）の須山口登

山歩道まで送ってもらい、8:30登

山開始。空は今にも雨が降り出しそ

うな天気でヒンヤリと湿っている。

各人のザックには５食分の食料と

水、それに酒類・行動食・着替えな

どがパンパンに詰

まっておりズシン

と肩に食い込んで

いる。

７人は薄暗い原

生林の中を一列縦

隊になって進ん

だ。われわれ以外

に登山者はなく、

本当に「ここは富

士山？」と思うほ

どの静寂さであっ

た。シラビソの倒

木が朽ちて巨大恐

竜のろっ骨のようになって何十体も

散在している。また溶岩塊にはコケ

が青く覆い尽くしている。時折遠く

に鳥の声が聞こえ「もののけ姫」の

世界に入ったような気がした。

12:45樹林帯を出ても空の色は登

山口と同じ色であったが、幾分明る

くなったようにも見えた。樹林帯を

出ると山容が一転して今度は、急登

が待っており、５リットルの水と焼

酎が肩に食い込み「水を捨てて小屋

で１リットル500円の水を買おう。

うん、そうしよう」と深く自問自答

しながら歩いていた。

歩幅を狭くして宝永山第二火口の

縁を通りかかったころ、視界が広が

りここで初めて「富士山」を感じた。

新田次郎の小説では、宝永山の爆

発でその火山灰が江戸の町に積もっ

たと書かれており、先ほどのきつさ

も忘れて段々と新田作品の中に入っ

ていく自分を感じた。

第二火口から第一火口縁を上り詰

めた所で左へ折れると、間もなく６

合目の宝永山荘に着いた。ここは富

士宮口５合目駐車場からの登山道と

の合流点で、駐車場の放送が聞こえ

る近さにある。駐車場から登ってく

る人は皆元気はつらつで、われわれ

と対照的であった。この６合目でわ

れわれの「貸し切り登山」は終わり、

「大衆登山」へと変わった。

昨夜の会食の時、静岡支部の方か

ら富士登山1000回を越える実川さ

んという会員の方に出会うかも知れ

ないと言う話を聞いており、JACの

小旗をかざしていたが残念ながら出

会えなかった。

本日の宿泊場所の新７合目御来

光山荘まであと一息である。顔を

空に向けるとそこに山荘が見えてい

るがジグザグコースなのでなかなか

着かない。

15:20新７合目御来光山荘着（標

高2780㍍）。この山荘のかなり上に

「元祖７合目の山荘」があり、何だ

か梅ケ枝餅の新店舗と老舗のように

思えた。やっとの思いで小屋に着い

たが、ここでの一番の感想は、「あ

ーうまかった、ビールが」。

夕食は食堂の片隅を陣取り、アル

ファー米とレトルトカレーで準備に

取りかかった。食後、酒はカレーを

温めたお湯を再利用して焼酎のお湯

割りで閉めた。ここで私のザックは

２㎏位は軽くなったと思う。山荘は

混んでいると思っていたが、意外に

宿泊者は少なく御来光を山頂で仰ぐ

ため更に上の山荘に向かっていたの

ではないかと思う。18:00頃 就寝。

３日目（８月３日・晴、曇のち雨）

03:00起床。朝食の準備で周囲を

気遣いながら餅入りの即席ラーメン

を作る。のびきった麺と少し堅めの

餅のアンバランスが微妙でこれまた

美味である。

屋外に出ると、月はなく無数の星

が瞬きもせず輝き、幸運にも数分間

に２個の流れ星を見たが、空の美し

さのあまり「願い」を考えるいとま

がなかった。

東の空が白ばみ、刻々と青みを帯

びてくる。そして、いつの間にか雲

がどこからか現れ朱色に輝いてく

る。段々と雲が多くなり御来光を諦

めたとき、一瞬、雲の透き間から放

射光が現れ、そして次の瞬間にはま

ばゆいほどの夏の太陽になった。

05:15新７合目御来光山荘出発。

急登のジグザグコースは、時間がか

かった割りに高度はあまり稼げな

い。ザックは軽くなっているはずで

あるが、それを少しも感じない。汗

はバンダナをぬらし飽和状態を越え

て流れ落ちる。小休止ごとの水分補

給はザックを軽くするためにも欠か

せない。半歩半歩と高度を稼ぐが９

合目からは更に急斜面になって息苦

しくなり酸素の薄さを感じた。

10:20山頂着。７人は隊列を崩さ

ず登頂し、まず浅間神社奥宮に参拝

して無事登頂を報告した。

私は、登頂したもののいつものあ

の爽快な登頂感があまり涌いて来な

かった。後刻その理由を考えてみた

ところ、山頂があまりにも広く、ま

た登頂した瞬間に大きな立派な社が

目の前に現れ、ザックを置いた参拝

者が多数行き来していたため下界の

大社と同じように感じたためではな

かったかと思う。

参拝を終え、朝食時に作っていた

アルファー米の赤飯で昼食をとり、

私はサプライズのつもりで自信作の

フルーツトマトを食してもらい「こ

富士宮口新七合目「御来光山荘」前で
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れでザックが軽くなる」と思ったが

前と同じ感じであった。

食後、ザックをデポしてのお鉢巡

りとなり、剣ケ峰にある日本最高峰

の岩（標高3776㍍）に片足を踏んだ。

この剣ケ峰には気象庁の旧観測所が

建っており、新田次郎の作品の中で

建設の苦難さと、冬期観測員の過酷

な戦いの場であったことを思い出し

想像した。猛吹雪の中、命綱をつけ

はうようにして屋外に出て風速計に

張り付いた氷をハンマーで砕きとる

シーンが思い出され、私はおそらく

この場所から出たであろうと思われ

る二重扉の前に立ってその奥をのぞ

いた。

お鉢巡りは、南アルプスから見た

富士山頂を思い浮かべながら１時間

20分ほどもかかって一周し、その火

口の大きさに驚いた。火口上空は乱

気流が発生しやすくなかなかヘリも

近寄れないと聞いており、乱気流の

ためかどうか分からないがやや大き

めの雨粒が一時的に落ちてきた。

13:00お鉢巡りを終わったところ

で天候は一気に悪化して雨ガッパを

着る状態となったが、私は風もなく

また雷の心配もなかったので傘を選

んで御殿場コースの途に着いた。

14:00本日の宿泊場所である赤岩

８合館（標高3300㍍）に着いた。

一目散に下山したため予定よりも早

く着きすぎた感がする。小屋の従業

員から手厚いお茶の接待を受けた

後、まずは宿泊場所に着いての最大

行事である「カンパ

イ」を済ましてさら

にビールを飲みなが

ら降りしきる雨を恨

んだ。そして自炊の

夕飯準備にかかろう

としたとき、従業員

の薦めで飲み放題の

お湯と食べ放題のカ

レーライスに決まっ

た。わずかに残って

いた焼酎も飲み放題

のお湯に薄められて

アッという間になくなってしまっ

た。有り余る時間はビールとワンカ

ップ、それに山談義でつないだ。飲

み干された缶と瓶の片付けを従業員

に頼んだところ「これ、全部（この

小屋のもの）ですか？」と、あきれ

かえっていた。

夕食はセルフサービスで大釜に煮

込まれたカレーはおいしく、つい大

盛りでお変わりをするほどであっ

た。食事を終えたころ雨もやみ、明

日の天気を祈って18:30頃の就寝と

なった。

水分を取りすぎたのか、夜中のト

イレで目を覚まし屋外に出たところ

ガスが濃く立ち込めて身震いするほ

どの寒さであり明日の天候は絶望的

に思われた。

４日目（８月４日・晴れ）

03:00起床。天候を諦めた気持ち

で屋外に出てみると、驚きの声が出

た。昨朝と同じように星が満天に散

らばり、下界は御殿場の街（?）と

その周辺の街が帯状に連なって輝い

ていた。東日本大震災のため計画節

電されているのにその夜景の美しさ

は本当に驚きであった。暗黒の駿河

湾には点々と船灯りも見えていた。

一昨夜、麓の宿で震度４の地震を初

体験しているが、震源地はこの駿河

湾であったことを思い出した。３枚

の重ね着をしていたが外気の冷たさ

と感動で身震いがした。

最終日の朝食は、各人が持参して

いる行動食をあてることにしていた

ので、昨朝よりも出発準備に余裕が

あった。

03:55ヘッドランプを頼りに慎重

に急斜面を出発した。ヘッドランプ

を消すころになると、雲海が内陸側

から分厚く現れて駿河湾へと大地を

呑み込むように広がっていくのが見

えた。やがて、我々はそのガスの中

の人となり雨を心配しながら下り続

けた。そしてガス帯を抜け出した時、

空はまばゆいほどのスカイブルーと

なった。眼下には宝永火口がクリス

タルを透したように現れ、遠く向こ

う側の縁には、昨日息を切らしな

がら歩いた登山道がクッキリと見

えた。

05:40宝永山第一火口の最高峰

富士山頂上「浅間神社奥宮」前で

表
口
九
合
目
「
万
年
雪
山
荘
」
前
で
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(2698㍍)で朝食を取り、私の持っ

ていた５リットルの飲料水はゼロと

なった。

06:00宝永山を出発し、これから

が楽しみの一つにしていた御殿場ル

ートの大砂走りである。下山要領は、

雪道と同じようにかかとから踏み込

み滑りを止めるが、深くめり込むの

で靴が止まるまで５～60センチもズ

ルリと滑る。要領を得ると、これが

なかなか面白く、早足の大股で１歩

を踏み出すと歩幅を２メートル近く

も稼ぐことができる。ザレ場は、昨

日の雨で少し湿っていたために砂ぼ

こりはたたない。乾燥していればも

っと稼げたかもしれない。我々は月

面歩行でもするような格好で飛びは

ね御殿場口へと急いだ。大砂走りを

抜けると東富士の広大な裾野に出

て、振り返り見ると我々の下りてき

た山肌が、はるか向こうにせり上が

り、その上には雲一つない真っ青な

空があった。

07:40最終ゴールの大石茶屋に到

着して、完登のカンパーイをしよう

と店に入ったところ、ズボンの右ポ

ケットから小銭入れが消えているの

に気付いた。昨日寝るとき布団の中

にこぼれ出るかもしれないと思いな

がら寝入ったことを思い出した。そ

れで、すぐさま赤岩８号館に電話を

かけ「今朝出発した者ですが、Ｂの

５の布団の中に小銭入れがあるかも

知れませんので確認してもらえない

でしょうか」と丁寧に尋ねたところ

無事発見され、われわれよりも１泊

多く滞在して自宅に郵送してもらう

こととなった。６人の侍の皆さんに

は本当に本当にお騒がせさせてしま

いました。

下山後、御殿場市内の温泉センタ

ーに移動し２日間の汗を洗い流し

て、スッキリとなったところで、ま

た「お疲れ様でした」のミニ反省会

をして帰路についた。

今回静岡支部とのミニ交流会をもった

きっかけは、思いもしないことから始ま

った。

それは、昨年１０月、北九州支部創立

１０周年記念行事で、尾上会長に「ナイロ

ンザイル事件」の記念講演をしていただ

いた際、この事件をモデルにした井上靖

の小説「氷壁」の映画化ＤＶＤをいただ

き、後日、小倉の毎日会館でその映写会

をした。その時のことを、本部の機関誌

「山」の支部だよりに投稿した。

ところが、この記事が縁で、静岡支部

の長田義則副支部長から「記事を見た。

氷壁に関する資料があるのでお送りする

と、氷壁のモデルになった石原國利氏講

演記録や新聞記事など、ナイロンザイル

事件の資料が大封筒で送られてきた。

石原氏は、現在、わが町福岡県田川市

からそう遠くない篠栗町に居住しておら

れることから、長田さんも大いに興味を

持たれたのかもしれない。また、長田さ

んが住む静岡県三島市の隣町「長泉町」

には、井上靖文学館があり、石原氏も何

度か訪れ氷壁についての講演もしている。

そのことから、以前から話が出ていた

「いつか富士山の１合目から登ってみた

い」ということを、この際文学館にも立

ち寄って１合目から登ろう、ということ

になった。そして、静岡支部の長田さん

に伝えたところ、当日三島駅に長田さん

のお出迎えを受け、その足で井上靖文学

館にご案内いただいた。文学館ではナイ

ロンザイル事件の資料なども展示されて

おり、松本亮三館長から井上靖に関する

ミニ講演をしていただいた。そして宿で

の夕食会には静岡支部の久保田保雄支部

長と長田さんが出席され、今回のような

支部交流会になった次第です。また、お

二人から山の資料を見せていただいたり、

さらにお酒の差し入れや長田さん手製の

うちわなどいただき、厚く御礼申し上げ

ます。有り難うございました。

初日の宿「大野路」で、静岡支部の久保田保雄支部長(前列右から２人目）
と長田義則副支部長(前列右端）が夕食会に出席され、図らずも北九州支部
との交流会となった。

井上靖の「氷壁」が縁で

静岡支部とミニ交流会
伊 藤 久 次 郎

静
岡
支
部
と
北
九
州
支
部
出
席
者
の
サ
イ
ン
入
り
色
紙(

上)

と
、
長

田
さ
ん
手
製
の
う
ち
わ
（
サ
イ
ン
入
り
）
の
プ
リ
ン
ト
色
紙(

下
）
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昨年、登山仲間の友人と話の中で

北海道の100名山のうち２つを残し、

７つと礼文岳の８つの名山を登って

きたという自慢話を聞き、よーし自

分もいつかやってやるぞーという気

になり、今年１月ころより友人の登

山計画書をもらい受け、大まかな計

画書を作成しました。

その後数カ月をかけて計画案を練

り直し、約２週間をかけての計画を

立ててみましたが、幌尻岳を含むと

飛行機パックの最大２週間では無理

ということがわかり、今回は幌尻岳

を除き利尻岳、大雪山縦走、十勝岳、

トモラウシ山、雌阿寒岳、羅臼岳、

斜里岳、羊蹄山の８つの100名山と

礼文岳を含む９つの名山登山を計画

しました。

今回の賛同してくれた登山仲間

は、私のほか赤瀬榮吉氏(14916)と

やはり同じ登山仲間である森岡鈴子

さんの計３人で決行しました。

第１日目（北海道へ移動日）。

７月１４日（木）晴れ。福岡空港に

８時集合、今日から北海道登山の始

まりで期待に胸をふくらませ飛行機

に乗り込みます。

今回の飛行機は利尻までの直行便

がなく、羽田と新千歳での乗り換え

で、利尻空港に１４時２５分着となり

旅館の車が迎えに来ています。

旅館に行く途中にペシ岬を見学し

鷲泊フェリーターミナルで今後必要

な物（特に焼酎とつまみ等）を購入

し旅館に入り、明日からの登山準備

にかかり早めの就寝となりました。

第２日目（利尻岳登山）。

７月１５日（金）晴れ。朝４時起

床、登山準備をして旅館の車で５時

出発し駐車場５時１０分到着後鷲泊

登山口を１５分に出発しました。

登山口には登山靴の底を洗う所が

あり植物の種等を持ち込まないよう

に整備されていました。

この山は３合目、４合目と表示が

あり大変わかりやすく登山道整備が

されています。５合目に６時３３分、

ここで朝食をとった後出発し８合目

の長官山に８時４５分、見晴らしは

十分で下の町沓掛町や日本海まで見

えて素晴らしい眺めです。

避難小屋をすぎ９合目、これから

が正念場となり、最後の登りは急し

ゅんな滑りやすい道となり、あえぎ

ながら山頂に１０時４７分到着しま

した。山頂部は崩壊が激しいため北

峰のみで、南峰は入山禁止となって

いました。山頂からは沓掛港方面は

素晴らしく見通しがよく眺めもいい

のですが、我々が登ってきた鷲泊方

面はガスがかかり見えませんでし

た。山頂で昼食後１１時２０分下山開

始し９合目、８合目、７合目と順調

に下山し、途中で名水100選である

甘露の水を明日の登山用に確保し、

１５時５４分に鷲泊登山口に下山し

ました。ここで旅館に迎えの車を連

絡し、その間靴やストックの整備を

して車を待ち旅館に向かいました。

第３日目（礼文岳登山）。

７月１６日（土）くもり。旅館を

出発し鷲泊港から礼文島の香深港ま

でフェリーで行きます。

９時３０分鷲泊港を出港し利尻と

のお別れを船の中から見送ります。

たくさんの人が乗船していますが、

登山ではなく、今一番良い時期の花

畑鑑賞の人ばかりでした。

１０時１３分礼文島の香深港に到着

し、登山に必要でない手荷物をター

ミナル内のコインロッカーに預け１０

時５０分発スコトン行のバスを待ち、

内路登山口に１１時１３分到着後、小

雨のため雨ガッパ、スパッツ等の登

山準備を行い１１時２５分登山開始し

ました。

登山開始後１０分程度で小雨がや

んだためカッパ等を脱ぎ今は廃道と

なっている起登臼コースとの分岐

に１２時２０分、途

中で１２時４５分か

ら１３時１０分の間

昼食を取り礼文岳

山頂に１３時５５分

到着しました。

頂上では霧で全

然展望なしのため、

２０分程度写真を

撮り１４時１５分下

山開始し、分岐に

１５時１６分、そして

１６時０分に登山

口に無事下山し

ました。

５０分のバス待ちの間靴やスパッ

ツ、ストックの整備をしバスを待ち

１０分遅れのバスでフェリーターミ

ナル前に到着しました。

今年の礼文岳は晴れたのが数日の

みでほとんどが霧状態との話があ

り、いつか晴れたときの礼文岳に挑

戦したいものです。礼文島のお土産

を見たかったのですが、フェリーの

発着まであまり時間がなく、手荷物

や切符購入などで１７時４０分の香深

港から稚内行きのフェリーにあわた

だしく乗り込みました。

船内では２時間の航海時間があ

り、ゆっくりとビールを片手に礼文

島や利尻山を眺めたり写真を撮った

りリラックスできました。稚内フェ

リーターミナル港到着後、今日のホ

あこがれの北海道100名山をめざして

№14523 榊 俊 一

利尻山頂上で
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テルは朝食のみのため今晩の夕食を

コンビニで購入しホテルにはいりま

した。

第４日目（移動日）。

７月１７日（日）晴れ。ホテルを

６時４０分チェックアウトし徒歩で

ＪＲ稚内駅まで移動しました。

今日は層雲峡までの移動日で体の

休養日にもなります。北海道最北の

駅、稚内駅は最終地点でこれより北

側にはレールがなく駅構内にはいた

る所に最北駅の標識等があり記念写

真を撮りました。

ＪＲ稚内よりＪＲ旭川まで特急に

乗り、九州とは違う景色を眺めなが

ら移動しました。

旭川で明日泊まる予定のホテルに

登山以外の荷物を預けバスで層雲峡

のペンションに向かいます。

約７時間の長い移動ですがＪＲや

バスでの移動でゆっくり体を休める

ことができました。今日のペンショ

ンの隣は温泉館でゆったりと温泉に

つかり疲れをほぐし明日からの登山

にがんばりたいと思っています。

第５日目（大雪山縦走登山）。

７月１８日（月）。今日は大雪山縦走

です。

朝一番６時発の層雲峡ロープウェ

イに乗るため５時起床、５時３３分

ペンションを出発します。ロープウ

ェイとペアリフトに乗り継いで７合

目まで上がってきました。リフト終

点に６時５０分、ここでシマリスが

我々を迎えてくれています。

９合目で朝食を取り１５分後の７

時５５分出発し８時２０分黒岳頂上

に到着しました。頂上からは北鎮岳

や間宮岳など素晴らしい眺めで写真

を撮ったり休憩しながら１０分後出

発しました。

黒岳石室に８時５５分、休憩後９

時５分に出発しました。この周辺は

素晴らしいお花畑で、イワウメ、エ

ゾコザクラ、チングルマ、ミヤマシ

オガマ、ホソバウルップソウ、メア

カンキンバイ、コマクサ、エゾイワ

ツメクサ、イワブクロ、ヒメイソツ

ツジ、キバナシャクナゲ等が我々を

迎え入れています。

下界の方ではシャクナゲは葉っぱ

であり、チングルマは綿帽子であっ

たのに、ここでは素晴らしい圧倒的

なボリュームのお花畑で心も体も癒

されます。ただ、残念なことにクロ

ユリの姿を見かけなかった事です。

昨年奥黒部の雲ノ平付近のアラス

カ、ギリシャ、スイス、日本の各庭

園等に８月に行きましたが、花はす

でになく寂しい思いでしたが、今年

は神様がご褒美をくれたのだと思

いました。

お鉢平展望台をすぎ北鎮岳分岐に

１０時２１分、ここから空荷で北鎮岳

往復後１０時５０分出発し、中岳を１１

時３分、間宮岳を１１時４５分、間宮

岳分岐に１１時４７分、ここで昼食を

取り１２時１０分出発、旭岳最後の急

登に残る雪渓を慎重に登り、雪渓後

の急登のガレ場をストックを使いな

がら登り１３時１６分旭岳頂上に到着

しました。この山頂からはトモラウ

シや十勝連峰が見えていますが、虫

が多く写真を撮って早々に下山開始

しました。この下りは火山礫の尾根

を下っていく道で滑りやすい急坂の

ためゆっくりと９合目、８合目、７

合目１４時９分、６合目、５合目と

下山し姿見ロープウェイに１５時３分

下山しました。ロープウェイで下山

後ビジターセンターに到着し、大雪

山縦走は完了しましたが、バスの時

間まで２時間以上あるため１台止ま

っていたタクシーと値段交渉し、旭

川まで乗ることにしました。

このタクシーの運転手は登山好き

ということもあって、トモラウシ等

の情報を聞き出し大変役に立ちまし

た。タクシーに乗車できたおかげで

旭川のホテルに予定より早く到着で

き、風呂で汗を流しコインランドリ

ーで洗濯をしたりゆっくりできまし

た。夕食は近くのビール園で今日ま

での祝杯をあげ、明日からの無事

を祈って乾杯をしてリラックスで

きました。

第６日目（移動日）。

７月１９日（火）晴れ。今日は休

養と移動日で朝ゆっくりとホテルで

朝食をとり、レンタカーを借り今日

以降はレンタカーで２６日まで移動

しながら登山します。

今日の宿泊地は美瑛で、近いので

旭川市旭川動物園、やぜるぶの丘（ラ

ベンダー園）、青い池、不動の滝な

ど観光しながら今日のホテルの前を

通り過ぎ、明日の十勝岳望岳台登山

口まで事前確認してホテルにはいり

ました。このホテルは３食なしで予

約したため、事前にコンビニで明日

の登山用までの食料と飲み物を確保

していきました。

第７日目（十勝岳登山）。

７月２０日（水）晴れ。ホテルを５

時２０分出発し、十勝岳望岳台登山

口を５時４５分登山開始しました。

吹きさらしの礫地が続く道をひた

すら登り、６時４７分十勝岳避難所

小屋に到着、この先は火山礫の急な

傾斜の登りとなり高度を上げるにつ

れて展望が開けてきます。りょう線

に７時５８分、最後の急登をもう一

踏ん張り登ると噴煙を吐く十勝岳の

山頂に９時５分到着しました。

山頂からは、美瑛岳や大雪山、富

良野盆地、すぐ近くの河口より上が

る噴煙など見渡しながら９時３０分

下山開始し、避難小屋に１１時５分、

１２時３分に望岳台登山口に下山し

ました。望岳台登山口で昼食を取り、

１２時４０分にトモラウシ登山口であ

る国民宿舎東大雪荘まで車で移動開

始します。東大雪荘に１６時１０分着

旭岳山頂で
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で、ここで靴やストックの整備をし

てコインランドリーで洗濯し夕食の

食堂に入りました。

ビールで乾杯をし楽しんでいたと

ころに、ＪＡＣ北九州支部で韓国の

智異山に行ったサンサン山クラブの

ガイドの徳永氏と偶然にも出会い、

明日登山の予定だと言ったら、サン

サン山クラブ一行は今日登って帰っ

てきたところだとのことで、情報収

集をしたところ、登山道は田んぼの

田植え状態で、ぬかるみだらけでス

パッツは付けて登山した方がいいと

の情報を受け、明日はスパッツを付

けて登山することにした。

思わぬ場所でいろんな人と遭遇す

るもんだなーと思いながら、ビール

を片手に話し込んでいました。明

日は早いため早めの就寝となりま

した。

第８日目（トモラウシ登山）。

７月２１日（木）晴れ。国民宿舎東

大雪荘を３時３２分車で出発し、短

縮登山口に３時５５分到着後、スパ

ッツを付け登山準備を行い、４時１５

分登山開始となり林の中を歩き温泉

コースとの分岐に４時４０分、これ

から展望のない単調な広い尾根の登

りを行き、カムイ天上に５時２９分、

道はぬかるんで歩きにくく予定より

時間がかかりそうです。

途中で６時５０分ころ朝食を取り

７時に出発、コマドリ沢分岐に７時

４０分でこれから雪渓を登り、雪渓

を無事登り終えるとジグザグの急登

を息を弾ませながら更に進み、前ト

ム平に８時３９分、この前トム平は

展望がよくなり石狩連峰の雄大な姿

が望まれます。岩場を進んで行くと

すぐ近くで、なきうさぎの声と姿が

見え、３人でしばし休憩しながら見

学し、奇岩や沼の眺めが素晴らしい

トモラウシ公園に９時１６分南沼の

トモラウシ分岐に１０時１２分到着し

た。

この分岐でやっとトモラウシの頂

上が見え、北海道の山は奥深く、頂

上の山に行き着くまでの行程の長い

道程で、長大なルートである。

１０時５１分やっと頂上に到着した

が、団体客２０人ほどが占領しワイ

ワイガヤガヤ騒がしく最低であり、

頂上表示の前に分捕り、なかなか写

真など撮れる状態ではなく、ガイド

に注意をして早々に写真を撮り周囲

の山々を見渡すひまもなく、９分後

に下山開始した。あらためて団体行

動の難しさや、ガイドの質の悪さな

ど考えさせられる光景でした。

南沼のトモラウシ分岐に１１時２２

分、ここで昼食を取り１１時５０分出

発した。

前トム平に１２時５７分、コマドリ

沢雪渓を下山１３時３０分、カムイ天

上に１５時７分、トモラウシ温泉分

岐に１５時５２分、短縮登山口に１６時

１２分にやっと到着し、約１２時間の

登山コースで、長くタフな登山道で

した。

１６時２６分国民宿舎東大雪荘に到

着後、靴とストックやスパッツを整

理し宿舎へ入った。風呂で汗を流し、

食堂で今日の長い登山に対しての感

謝をこめてビールで乾杯し、明日か

らの登山に込めてまた、乾杯をして

早めの就寝となった。

９日目（雌阿寒岳登山）。

７月２２日（金）晴れ。国民宿舎

東大雪荘の朝食バイキングを取り７

時３０分車で今日の登山である雌阿

寒岳登山口駐車場までいきます。

１０時１０分駐車場に到着し、１０時

３０分雌阿寒温泉登山口より登山開

始。この山も何合目の表示が整備さ

れています。４合目あたりからハイ

マツ帯に入り、森林限界で見晴らし

は良くなり、その後は活火山らしく

火山礫の裸地となり、途中オンネト

ーの湖が見え我々を励ましてくれて

るような気分になり、更に進み急斜

面のジグザグ道を登り火口の外壁の

上である頂上に１２時４５分到着し、

ここで昼食をとりました。

周囲をはるかに見渡す展望台であ

り、足下には火口内の噴気がみえ、

阿寒富士や雄阿寒岳など見えていま

すが、今回は車と明日の行程のため

同じ道を引き返すことにしました。

１３時１５分下山開始をし、５合目

１４時３分、１５時４分下山し、駐

車場で靴とストックの整理を行い羅

臼町へ１５時２７分移動開始した。

知床街道を進み今日の宿泊地羅臼

町の民宿に１８時３０分到着し、風呂

で汗を流し明日への祝杯をあげた。

１０日目（羅臼岳登山）。

７月２３日（土）晴れ。民宿の朝

食を３０分早めにしてもらって６時

出発、羅臼町の民宿や旅館での昼食

弁当は食あたりを防ぐため禁止され

ていましたので、途中知床のコンビ

ニで昼食を購入し、岩尾別登山口に

７時到着し登山準備後７時１０分に

出発した。

この山はひたすら登り続ける約５

時間のルートで７時４８分オホーッ

ク展望台、ここからは急登の登り極

楽平に７時５２分、ここらはダケカ

ンバに囲まれた平坦な山道です。

９時１８分仙人坂、９時４７分銀

冷水（ここの水はおいしかった、焼

酎と割るとおいしいだろーななど考

えた）１０時９分大沢入口、１０時４５

分羅臼平、ここから羅臼岳の岩場の

頂上がやっと見えてきました。

ハイマツの間を進むと岩場が現

れ、石清水と言われている大きな岩

にコケがびっしりと生え、水がした

たり落ちています。不思議なことに

ここだけに水がある場所で、この水

は先ほどの銀冷水よりうまかった。

おいしい冷たい水を補給し、最後の

大きな岩場をあえぎながら登り、

１１時５８分羅臼岳頂上に到着しまし

た。頂上で昼食を済ませ、写真を撮

り周囲を見渡すと知床半島や硫黄

山、斜里岳、阿寒岳などがみえてい

ます。

１２時４０分下山開始し、１６時１４

分岩尾別登山口に下山しました。下

山の途中、弥三吉峠付近で自分より

年の高年男性の靴底が両方とも剥離

状態で歩いていたのを発見し、テー

ピングしましょうかと声をかけ、テ

ーピングの応急処置が終わると、あ

りがとうございましたの一言で夫婦

２人われわれを通り越しすぐに下山
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されました。その後、登山口で先ほ

どの高年男性を見かけましたが、そ

のまま車で素通りされました。ひと

の親切にあまり感謝もなく、こうい

う人たちには山に来てほしくないな

ーと思いながら、感謝されるために

したわけではなく、今後は自分も起

こることかもと気を引き締めて、靴

とストックの整理を行い車で明日の

斜里岳の山小屋淸岳荘に向かいまし

た。途中スーパーで夕食、昼食、昼

食の３食分の食材を調達し淸岳荘に

向かい、１９時ごろ到着しました。

この淸岳荘は清里町観光協会が保

有する山小屋で、寝具貸し出しがあ

るのみで食事等は一切なしという山

小屋ですが、建て替えられたばかり

のきれいな宿泊施設で、夕食後明

日の登山のため早めの就寝となり

ました。

１１日目（斜里岳登山）。

７月２４日（日）くもり。斜里岳

淸岳荘登山口を４時３０分出発し、

登山口に４時４５分、６合目に５時

３７分、下二股に５時４０分、これ

から滝のある旧道を進み沢の核心部

で素晴らしい滝が次々と現れます。

３～４日前の雨のため滝の水量は多

く羽衣の滝、見晴の滝、七重の滝、

霊華の滝、竜神の滝と続き素晴らし

い滝の眺めを十分に堪能しながら８

合目に７時１８分、上二股に７時４５

分、この間沢の渡渉を２０回程度繰

り返し要所にある鎖やロープで登る

ことになります。

この道は登りで、下りは新道を行

った方が良いと言われています。

８時１２分９合目の胸突八丁とい

われるガレ場の急登を登り馬の背と

呼ばれる頂りょう線に８時１７分、

斜里神社に８時３７分、斜里岳頂上

に８時４４分到着しました。

頂上はガスがかかり風も強く回り

は何も見えなく霧雨で非常に寒くな

り、写真を撮り早々と下山開始しま

した。

馬の背に９時１３分、上二股に９

時４５分でこれから新道に行きます。

新道は下山ですが、熊見峠までは登

りの連続で息を弾ませながら１０時３９

分着、少し休憩を取り登った分だけ

今度は急登の滑りやすい下りを慎重

に下り、１１時３８分下二股、ここで

昼食を取り登山口に１３時下山しま

した。

淸岳荘登山口に１３時２０分到着

し、靴とストックの整理をしました。

この斜里岳は滝の横の急登を登り、

沢の徒渉を何度も繰り返すコース

で、かなりタフな山道で、下りの新

道は下りでありながら熊見峠まで上

りとなり、さらに上った分下りは急

登で滑りやすい道でした。

１４時０分淸岳荘を出発し、今回

の移動ではもっとも長い距離で約

500㎞の移動でした。深夜になるこ

とから今夜の宿泊はなく、車の中で

の仮眠のみとなるため、途中スーパ

で食料の調達を行い、ひたすら運転

し西から東への大移動となり、半月

湖野営駐車場に到着したときは２３

時３０分となってしまいました。す

でに５～６台の車があり就寝中で我

々も小さい車の中で少しばかりの仮

眠をすることにしました。

第１２日目（羊蹄山登山）。

７月２５日（月）晴れ。半月湖野

営駐車場を５時２８分、比羅夫（倶

知安）登山口を５時３０分出発。

この山の特長は何合目の表示があ

り、急斜面の３０度級の斜面をジグ

ザグに登り続け、６時間程度登り長

く単調な上り坂でかなりきつい山道

です。２合目から９合目まで適当に

休憩を入れながら、昨日の移動距離

の長いことや、車での睡眠不足で体

が悲鳴を上げて足が進まなくなり、

休憩休憩で時間がかかりました。

やはりこの行程では無理かもしれ

ないなど弱音を考えながら、最後の

根性で９合目に１０時１７分、頂上と

思ったら山頂部の父釜の反対側が頂

上で、洋蹄山頂上に１１時２０分やっ

と到着しました。

昼食を取り、頂上からの倶知安市

内の眺めを堪能しながら少し長めの

休憩を取り１２時１０分下山開始した。

この山頂は９合目でも見えず、お

釜に上がってやっと山頂が見える山

で、長い長いだらだらの登りで非常

に疲れる山でした。

７合目１３時４０分、５合目１４時４４

分、１６時３４分比羅夫（倶知安）登

山口に到着し、途中２合目で携帯電

話で探したニセコの民宿に１７時２０

分到着した。民宿の近くにニセコの

温泉センターがあり、温泉で登山の

疲れを洗い流し、夕食は連絡時間遅

かったため近くのレストランで登山

の完了と事故なく無事に終了したお

祝いの乾杯ではじまりました。

これで今回の登山は終了であり、

大変であったが有意義な登山で大変

満足しています。

第１３日目（移動と観光日）。

７月２６日（火）。民宿で朝食を

取り８時出発し、羊ケ丘展望台や歌

で有名な中の島公園を観光し、今回

使用した全行程1500㎞のレンタカー

を戻し、札幌のホテルに１５時ごろ

チェックインした。

札幌では今日ビール祭が行われて

おり、サントリー、キリン、アサヒ

等会社毎に1000～1500人のテーブル

がすべて満席の状態で我々が座る場

所もなく、途中の居酒屋で今回の登

山の祝杯をあげた。

これだけ札幌の人はビール好きが

多いのにビックリ、福岡では考えら

れない。

第１４日目（最終福岡帰宅日）。

７月２７日 晴れ。最終日、ホテ

ルより札幌駅まで歩き、ＪＲで新千

歳空港駅に移動した。新千歳空港内

でお土産等を購入し、１６時４０分福

岡空港に到着後暑い福岡で解散とな

った。

今回の北海道の奥深い山々で九州

とはひと味違う山であり、計画通り

実行できたことに非常に満足してい

ます。あと残りの幌尻岳は来年にチ

ャレンジしたいと思っています。
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今回は高齢に合ったゆっくり登山

を計画しました

２６日17時、上高地に入り山研（日

本山岳会山岳研究所）で1泊。

２７日５:50、山研を出発。涸沢

まで左に屏風岩を眺めながら秋晴
びようぶ

れの横尾谷をのんびり登っていく。

ナナカマドがいまだ紅葉に早いが、

赤い実が秋を感じさせてくれる。早

い時間にヒュッテ着。明日登るザイ

テングラードや南稜をテラスから眺

め感激する。

２８日、ザイテングラードが初め

ての奥穂高組５人と、南稜が初めて

の北穂高組２人の２班に分かれて登

山することになった。

奥穂.ザイテングラードに取り付

く少し手前、南側のあずき沢からガ

ラガラ音を立てて石が落ちている。

人間に当たったら即死だ。一瞬足が

止まり今年夏の事故を思い出させ

る。白出のコルまでは落石に注意し

ながら慎重に登っていく。穂高岳山

荘にザックをデポ。涸沢から３時間

50分で山頂着。

秋晴れの最高のお天気に恵まれ、

360度の大パノラマを満喫するとす

ぐ下山にとりかかる。下山は登り以

上に落石に注意しながら慎重に降り

ていく。15：00

涸沢小屋に着く

と北穂組が先に

下って休憩して

いた。

２９日、今回の

目的であるパノ

ラマコースを下

山。残雪もなく、

ぬれた岩もなく

絶好のチャンス。

地図に要注意と

あるので経験の

ある伊藤支部長に案内をお願いし

た。左手に涸沢カールを眺めながら

のルートだった。ロープがつけてあ

る岩場を何度も通りすぎると、２時

間弱で屏風のコルに着いた。こちら

にザックをデポ大休止、足場の悪い

岩場を５０分登ると三等三角点のあ

る屏風の耳だ。ガイドブックにこれ

から先は危険とあるので耳が最終

点。真正面に穂高連峰、眼下には涸

沢の大パノラマに圧倒されました。

今から２５年前の1986年９月末、
私は隊員１０人と奥穂高岳と涸沢岳
に登り、帰りは今回のようにパノラ
マコースを通った。その時も晴天で、
屏風の耳から、紅葉した素晴らしい
パノラマに時を忘れて見入った。当
時、パノラマコースの一部が崖崩れ
となっていたのを、初めて北アルプ
スにきた隊員の２人が見て、パノラ
マコースは危険だからいやだ！ と
だだをこねていたが、私の説得でし
ぶしぶあとをついてきた。そして、
無事通り抜け屏風の耳にたどり着い
た２人は、その素晴らしい風景に感
激！ やはりきてよかった・・・と
当時の感想文に書いている。

２５年前、上高地に下るこのコー

スは、新村橋まで石がゴロゴロして
いた記憶があり、私のマンガのよ
うな絵に当時の状況をそのように描
いている。ところが今回は、そのゴ
ロゴロの道は谷の川として、堤防工
事がなされ、その堤防沿いに遊歩道
がついていた。 また、当時はきつ
かった記憶があまりなく、若かった
せいであろう。でも、今回は７１と
いう歳をヒシヒシ感じた。また、涸
沢は山ガールや山ボーイなどの若者
が多く見られた。しかし、これら若
者とわれら年寄りとのギャップも感
じた。これからは、年寄り向きの
低い山に登るようにしようと思っ
ている。婆捨山とか爺捨山へ。

9/26～30

穂高～涸沢パノラマコースを歩いて

№11990 原 広 美

パノラマコースを行く

何時間いても飽きない景色を後に

新村橋に向かって下山を始める。

奥又白谷分岐までは大石がゴロゴ

ロした難路を下る。集中力もなく

なり中高年にとっては長くつらい

下山でした。

半日陰の樹林帯を歩くと井上靖

の「氷壁」のモデルのナイロンザ

イル事件の碑がある。全員で静か

に手を合わせる。新村橋を渡ると

明神～上高地～山研まで。夕食は

予め注文していた600円のトンカツ

弁当。そして管理人の内野さんの

手料理のご飯と味噌汁をおいしく

いただいた。

パノラマルートは数年前から計

画したが 悪天候や体調悪のため

今回まで延びた。今回は涸沢に２

泊して体調を整えてのチャレンジ

でした。秋晴れのすばらしい景色

にあえて満足の山旅でした

参加者７人

（奥穂高組）
№11990 原 広美

№13523 濵松 禮子

№13541 高畠 拓生

№14689 大内喜代子(CL)

№北九439 原田 常代(SL)

（北穂高組）

№13499 伊藤久次郎

№13649 関口 興洋

パノラマコースの今昔
伊 藤 久 次 郎
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会 務 報 告

平成２３年７月 定例委員会報告
日 時：平成２３年７月６日（水曜日）18:30～

場 所：小倉商工会館３Ｆ会議室

出 席：伊藤、関口、板倉、馬場、山田、江頭、

原、濱松、磯野、高畠、中岡

欠 席：日向、藤田、池田

１．支部長会議の報告

平成２３年６月１８日（土）本部で開催（伊藤）

２．議 題

（１）会員の異動と会費納入状況について（磯野・馬場）

（２）山行・行事報告（山田）

5月14日(土)～16日(月) 智異山追悼登山（関口）

5月28日(土)～29日(日) 英彦山山開き （高畠）

5月28日(土)～29日(日) 広島支部との交流登山 （原）

6月 4日(土)~５日(日) 九州５支部集会（熊本支部）

6月11日(土)~12日(日) 自然保護全国集会（福岡支部）

6月26日(日) 山のトイレ協議会総会（大宰府）

（３）行事・山行計画 （山田）

7月23日(土) 犬ケ岳～求菩提山縦走

８月・・・ 自由行動の月

9月17日(土)～18日(日) 九重連山～法華院温泉一斉

登山

10月25日(火) 金山（花乱の滝～金山～坊主ケ滝）

（４）支部報の発行状況について（伊藤）

（５）当支部の組織図について （伊藤）

（６）ホームページ開設について （江頭）

① 当面、本部ホームページの中の支部に割り当てられ

ているホームページ部分を利用する。

② ホームページ予算は、自前のホームページ作成の

ため積み立て金に充てる。 なお、ホームページの予

算額は、来年以降においてその年度の会計状況によ

り変動する場合が生じる。

（７）その他

① 園川講師を迎えての講習会 （伊藤）

② 会員名簿の発行時期について（磯野）

③ 緊急対策について（山田）

平成２３年９月 定例委員会報告
日 時：平成２３年９月１４日（水）18:30～

場 所：小倉商工会館（３Ｆ会議室）

出 席：伊藤、関口、板倉、山田、原、濵松、
馬場、中岡、池田、藤田、高畠

欠 席：日向、江頭、磯野

１．臨時事務局担当者会議の報告

９月１０日（土）本部で開催（山田）

２．議題

（１）会員の異動と会費納入状況について（馬場）

（２）山行・行事報告（山田）

7月23日（土）犬ケ岳～求菩提山縦走（原）

8月1日(月)～4日(木) 富士山を須山古道１合目

より登る（関口）

8月26日(金)～30日(火) 剣岳源次郎尾根～剣岳

（代理報告 山田）

（３）山行・行事計画（山田）

9月17日(土)～18日(日) 九重連山一斉登山

10月1日（土）皿倉山（園川講師による山岳技術

専科）

10月14(金)～18日(火) 宮城支部での全国支部懇

及び蔵王登山

10月25日（火）金山（花乱の滝～坊主ケ滝）

11月３日（祝）皿倉山（園川講師による女性専科）

11月5日(土)～6日(日) 東海支部50周年行事

11月5日(土)～6日(日) 第27回宮崎ウェストン祭

12月10日(土) 皿倉山登山及び忘年会（あじさい

の湯）

（４）山岳保険の加入状況調査について（山田、濵松）

（５）当支部の組織図について（伊藤、関口、板倉、

山田で事前協議）

（６）ホームページの開設について（同上）

（７）スキ―部の今年度の活動計画について（池田）

（８）その他

(ア) 日田・英彦山シンポジュム（伊藤）

(イ）太田五雄氏の出版記念（関口）

会員異動
会員数（１０月１日現在）

本部会員 82人
支部会員(支部友） 61人

会友 ４人
計 147人

○ 本部会員

人見 五郎 11842 本年９月24日逝去の為退会

○ 支部会員

萩尾 常利 北九413 退会

笠原佐和子 北九414 住所変更(横浜市へ転居)

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇
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「シルバーコンパスの使い方の実践～地図とコンパスで

女性専科 予定されたルートに戻れるかの体験」

「筋肉疲労とその対策」

講 師 園川 陽造氏（№ 5306 当支部会員、日本体育協会公認上級コーチおよび山岳マスター）

日 時 １１月３日（祝） 午前９時～午後３時まで

場 所 皿倉山ビジターセンターNPO自然愛護会研修室および国見岩付近

集 合 午前９時、帆柱ケーブル山麓駅 駐車場有り

行 程 山頂・国見岩付近まで登山（約50分）、途中実技講習。研修室で実技のまとめや質疑（昼

食）などを行います。

申 込 原 広美（℡ 083-245-5490) 〆切り １０月２７日まで

（持参するもの：シルバーコンパス、昼食。）地図は別途準備します
（女性が主ですが、男性の参加も歓迎です）

第２回

テーマ

山岳技術専科 「雪上救助技術の実践」

（男女合同専科） 「低体温症等の処置」｢その他」

講 師 園川 陽造氏（№ 5306 当支部会員、日本体育協会公認上級コーチおよび山岳マスター）
日 時 平成24年１月１５日（日） 午前９時～午後３時まで

場 所 皿倉山ビジターセンターNPO自然愛護会研修室および国見岩付近を予定

集 合 午前９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車場を予定

行 程 未定（積雪などの状況で場所の変更もありえるため）

申込み 竹本 正幸（℡ 0930-28-9611) 〆切り １月８日まで

「装備の機能と「筋肉疲労とその対策」「その他」

日 時 平成24年４月１日（日）午前９時～午後３時まで

場 所 皿倉山ビジターセンターNPO自然愛護会研修室および国見岩付近

集 合 午前９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車場

行 程 山頂・国見岩付近まで登山（約50分）、途中実技講習。研修室で実技のまとめや質疑（昼

食）などを行います。

申込み 竹本 正幸（℡ 0930-28-9611) 〆切り ３月２４日まで

第３回

テーマ

第４回

テーマ

２０１１年 忘年の集い
と き：１２月１０日（土）17:30～19:30

ところ：河内温泉「あじさいの湯」
℡ 093－653－4126

費 用：４５００円
（料理＆飲み放題＆温泉入浴料・フェイス
タオル、バスタオル使用料込み）

集合場所＆時刻
Ａコース：皿倉山登山後、河内温泉へ。帆柱ケーブ

ル駅前集合１０：３０。

Ｂコース：直行組は、１６：３０までに会場へ。

入 浴：宴会後入浴はお断り。

交通案内

往路：直行組はＪＲ八幡駅前からの送迎バス

１ ５：２５発を利用してください。

復路：八幡駅行き最終バスは、２０：０５発。

宿泊：あじさいの湯では、宿泊はできません。宿泊
希望者は、事前に申し出てください。

参加申込：１１月３０日までに

女性は、横山洋子 TEL/FAX 083-253-3031
Ｅメール yoko.roro@jcom.home.ne.jp

男性は、関口興洋 TEL/FAX 093-382-6436
Ｅメール sekikoyo@sage.ocn.ne.jp

（下関方面からのＪＲ交通案内～参考）

（往路）下関14:22発(小倉行）→門司14:30→小倉

14:44(乗換・荒木行)→八幡14:59着～送迎バスへ。

（復路）八幡21:14発(門司港行)→小倉21:31→門司

21:49(乗換・下関行）→下関21:55着。
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会費、お忘れではありませんか？
９月１日現在で、支部会費の未納者は８人です。

まだ会費を納めていない方は、早急に納めて下さい。

会計担当が困っております。

山行計画のご案内

11月の山行

１． 女性専科 （皿倉山）
と き １１月３日（木・文化の日）

（※ 詳細計画は２ページをご覧ください。）

２．三郡登山とスキー教室
支部スキー部は、発足して初めてのスキー行事

です。第１回目は、福岡県の三郡山(935.9㍍)登山

と麓の人工芝スキー場で、スキー教室を開きます。

初めての方もどうぞ参加下さい。

と き １１月１９日（土）～２０日（日）

ところ 福岡県飯塚市山口

サンビレッジ 茜 人工芝スキー場
あかね

TEL0948－72－3331（宿泊）

費 用 11，000円（宿泊料2，200円、夕食2，500

円バーベキュ、朝食、スキー用具一式4，300

円、その他保険料、バス代など）。飲み代は

別途割り勘、持込ＯＫ）。19日の昼食持参と

20日の昼食は自前）

集 合 19日７：５０小倉駅北口前集合

行 程 19日7:50小倉駅北口8:00送迎用のバスで

出発～飯塚経由サンビレッジ10:00着～白糸

の滝経由～三郡山13:00着（昼食）～14:30

下山～サンビレッジ茜16:00着。18:00夕食

バーベキュ～20:00就寝。20日8:00朝食～9:

毎月第４水曜日

１０月のサロン、２６日(水）

１１月のサロン、２３日(水）
１２月のサロン、忘年会のため無し

時間 午後６時30分から

場所 小倉北区魚町「コール天」

（魚町銀天街、酒房武蔵より西へ約30ｍ）

費用 3,000円前後（ワリカン制です）

博多サロン ３カ月に１回実施予定

１１月１７日(木）午後６時30分から

場所 福岡市博多区吉塚本町13-55

サンヒルズホテル内 居酒屋「呑多来」
ど ん た く

092-631-3331 ＪＲ吉塚駅から徒歩３分

編集後記 ○ 支部長の役についてから、責

任上いろんな行事に参加するよ

うにしたら、今度は支部報編集の時間がたりなくな

りました。さらに、趣味である美術サークルにも参

加できなくなり、来年からは参加回数を減らさねば

と思っています。また今回は、夏休み特集の長い原

稿が多かったので頁数も増えました。さらに、発行

が大変遅くなりましたこと、お詫びいたします。

伊藤Ｑ

○ 山の原稿は、事務局長山田武史または伊藤

久次郎へ。メールまたはFAXでお願いします。

Eメール原稿（写真も含む）は、伊藤宛
アドレス ja6cpl＠ktj.biglobe.ne.jp です。

00スキー教室開始。午後自由滑降～14:00

終了出発～17:00小倉北口着解散。

講 師 スキー部長、池田智彦会員

申込み 住所、氏名、靴サイズ記入の上ハガキで

北九州市小倉北区片野４丁目1－1－504

（〒802－0064） 半 田 路 子 宛

〆切り 10月30日（定員28人）

12月の山行

年次晩餐会と茅ケ岳～金ケ岳
年次晩餐会のあと深田久弥終焉の地である茅ケ岳

(1703㍍)に登ります｡(年次晩餐会は本部会員のみ)

概 要 12月３日(土)北九州空港～東京品川

年次晩餐会に出席（泊）。

12月４日(日)ＪＲ品川～茅ケ岳登山～

ロッジ山旅（泊）

12月５日(月)ＪＲ小淵沢～羽田～北

九州空港

費 用 約６万円（晩餐会費用は除く）

申込み 関口興洋(093-382-6436又はＥメール）

期 限 11月10日

1月の山行

１．山岳技術専科 (皿倉山） と

き １月１５日（日）

（※ 詳細計画は２ページをご覧ください。）

２．霧氷の鶴見岳(1374.5㍍)
と き ２４年１月２４日（火）

集 合 道の駅‘おこしかけ’７：００

火男火売神社駐車場９：００集合

コース 神社→鶴見岳1374.5㍍→南平台1216

㍍経由→神社下山

〆切り １月１６日

申込み 原 広美（自宅℡.fax 083-245-5490

携帯 090-6832-2128）

※ マイカーのない方連絡ください


